
 

 

南部町立学校給食センター調理等委託事業公募型プロポーザル実施要領 

 

（業務目的） 

第１条 この要領は、南部町立学校給食センター調理等委託事業において、企画提案書等を

比較検討し、業務先を決定するために行う公募型プロポーザル（「以下「プロポーザル」

という。」の実施に際して必要な事項を定める。 

 

（業務内容） 

第２条 業務の内容は、「業務仕様書」（別紙１）による。 

 

 （委託料の 1月あたりの限度額） 

第３条 委託期間における 1 月あたりの委託料の限度額は、４，４６９，６９６円（消費

税及び地方消費税の額を除く。）とする。 

 

（契約期間） 

第４条 令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間、長期継続契約とする。 

  なお、受注者とは契約の相手方であり、審査会により、最優秀提案者として選定され

た者と契約締結の協議を行い、協議が不調のときは、審査会で順位付けられた上位の者

から順に契約締結の協議を行う。 

 

（参加資格要件） 

第５条 このプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で

あること。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産開始手続きの申し立て、会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされて

いる者でないこと。 

（４）町との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 

（５）南部町が定める令和２年度南部町競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資

格名簿」）という。）に登録されていること。 

なお、本プロポーザルに参加する者であって、競争入札参加資格を有していない者

は、「競争入札参加資格者名簿への登録に関する申請書類」（別紙３）を令和３年１２

月２４日（金）までに提出すること。ただし、当該申請書類の提出により競争入札参

加資格者名簿に登録するものでないことを了解すること。 

（６）プロポーザル企画提案書の提出期限の日からプロポーザルの実施日までの期間に南 

部町の競争入札における指名停止措置を受けていないこと。 

（７）国税（消費税含む。）、都道府県税（地方消費税を含む。）及び市町村民税（都道府県 

税及び市町村民税にあたっては、本店所在地の都道府県及び市町村に納付する税金と

し、支店又は営業所に権限を委任する場合は、当該支店又は営業所の所在する都道府

県及び市町村に納付する税金とする。）の滞納がないこと。 

（８）過去３年以内に、学校給食業務において食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）



 

 

に基づく営業の停止処分を受けていないこと。 

（９）食品衛生法第２２条から第２４条までの規定により現在許可を取り消されていない

こと。また、許可を取り消された場合その取り消しの日から起算して２年を経過して

いること。 

（10）本事業に係る業務と同様の業務又は会社等の食堂における給食調理業務に、令和３

年１２月１日現在で３年以上の経営実績を有する者であること。 

（11）所管官庁に就業規則を提出している者であること。 

（12）その他業務仕様書（別紙１）に記載されている業務上必要な条件を履行できる者で

あること。 

 

 （企画提案参加申請書の作成） 

第６条 企画提案参加申請書を作成するものとする。 

 

（企画提案書等の作成） 

第７条 企画提案書等は、「企画提案書作成要領」（別紙２）（以下「作成要領」という。）

に基づき作成するものとする。 

 

（審査会の設置） 

第８条 町は、企画提案等の順位を決定するため、南部町立学校給食センター調理等業務

委託事業公募型プロポーザル審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は企画提案等の順位を審議し、決定するものとする。 

３ 審査会は９名で構成し、審査員を置くものとする。 

４ 審査に当たっては、提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

 

（審査要領） 

第９条 審査については、別に「南部町立学校給食センター調理等業務委託事業審査要領」

（以下「審査要領」という。）を定め、当該要領に基づいて行う。 

 

（提案者の失格） 

第 10条 町は、提案者のうち審査員に事前に働きかけ等を行った者については失格とする。 

 

（審査結果の通知、公表） 

第 11条 町は、審査結果を提案者全員に通知するものとする。 

 

（スケジュール） 

第 12条 契約の締結に至るまでの手続及び時期は次のとおりとする。ただし、状況に応じ

て変更する場合もある。 

（１） 町ホームページ掲載（公募開始）             令和３年１１月２６日（金） 

（２） 質問受付期限                     令和３年１２月１０日（金） 

（３） 質問に対する回答期限                          令和３年１２月１７日（金） 

（４） 企画提案参加申請書の提出期限           令和３年１２月２４日（金） 

（５） 企画提案書等提出期限                      令和３年１２月２４日（金） 

（６） プロポーザル資格参加決定通知           令和４年 １月 ７日（金）  

（７） プロポーザル開催（プレゼンテーション及び審査の実施） 令和４年 １月２６日（水） 



 

 

（８） 審査結果の通知                    令和４年 １月３１日（月） 

（９） 契約締結等の協議及び見積書提出依頼           令和４年 ２月 ３日（木） 

（10） 契約締結                      令和４年 ４月 １日（金） 

 

（提案書の取扱い） 

第 13条 提案書は原則として返却しない。 

  なお、町に提出された書類は南部町情報公開条例（平成１６年南部町条例第１１号）

に規定する非開示情報に該当するものを除き、同条例の規定による公文書の開示の対象

になるが、提出者に無断でプロポーザル以外の用途には使用しない。 

 

（暴力団の排除） 

第 14 条 契約の相手方（以下「受注者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当す

るときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解

除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10分の１に相当する金額を発注者に支

払わなければならない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照

会する場合がある。 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団

員」という。）であると認められるとき。 

３ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を

行ったと認められるとき。 

（１）暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参

加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加

している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団

又は暴力団員を経営に関与させること。 

（２）暴力団員を雇用すること。 

（３）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（４）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物

品その他財産上の利益を与えること。 

（５）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（６）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（７）暴力団若しくは暴力団員であること又は（１）から（６）までに掲げる行為を行

うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請

等させること。 

 

（その他）  

第 15条 この要領に定めるもののほか、プロポーザルの実施に際し必要な事項は、教育長

が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年１１月２６日から施行し、契約の締結日をもって廃止する。 



 

 

（別紙１） 

業務仕様書 

 

１ 業務の名称 

    南部町立学校給食センター調理等委託業務（以下「本件業務」という。） 

 

２ 業務の概要 

委託業務内容は、次のとおりとする。 

（１）  食材検収業務 

（２）  調理業務 

（３）  原材料及び調理後の食品の保存食採取、保管業務 

（４）  在庫確認業務 

（５）  配缶・配食業務 

（６）  学級ごとの仕分け業務 

（７）  配送・回収業務 

（８）  洗浄・消毒業務 

（９）  残菜等の計量及び処理業務 

（10）  施設・設備の清掃及び安全点検業務 

  (11)  設備の維持管理・保守点検業務 

  (12)  調理場の清掃業務 

  (13)  衛生管理業務 

  (14)  調理従事者の健康管理業務 

  (15)  その他付帯業務 

   

３ 業務場所、名称及び施設概要 

  （１）名称      南部町立西伯給食センター 

     所在地     南部町法勝寺１９８番地 

     施設概要    別紙資料のとおり 

  （２）名称      南部町立会見給食センター 

     所在地     南部町宮前５７７番地１６ 

     施設概要    別紙資料のとおり 

 

４ 設備・備品等     

    業務の実施に当たり各調理施設に備付けの備品等については、無償貸与とする。 

    

５ 契約期間 

    令和４年４月1日から令和７年３月３１日までの３年間、長期継続契約とする。 

    なお、受注者とは契約の相手方であり、審査会により、最優秀提案者として選定



 

 

された者と契約締結の協議を行い、協議が不調のときは、審査会で順位付けられた

上位の者から順に契約締結の協議を行う。 

 

６ 対象校（受配校）及び食数  別記１のとおり 

 

７ 基本調理食数 （令和３年１１月現在） 

センター名 令和３年度 

西伯給食センター ５４１食／日 

会見給食センター ３４８食／日 

合計 ８８９食／日 

 

８ 関係法令等の遵守 

    学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令及びその他関連法規及び関連

要綱等を遵守すること。 

 

９ 安全衛生管理の徹底 

    安全衛生管理を目的とした、研修・衛生管理指導等を実施すること。 

 

10 児童生徒の食物アレルギーへの対応 

    食物アレルギーの対応が必要な児童生徒の給食調理について、栄養士の指示に従

い、安全かつ適切な調理、対応を実施すること。 

 

11 学校行事等への協力 

    学校給食の意義や特色を踏まえ、対象校等での食育活動に積極的に協力すること。 

    また、学校訪問や給食試食会及び施設見学等が実施される場合も、必要な協力を

行うほか、実習生の受入れにも協力すること。 

 

12 立入検査等の協力 

    保健所や町の指定する者の立入検査があった場合は、当該検査の立会い等に協力

すること。また、施設見学者への対応についても協力すること。 

 

13 給食時間変更の対応 

    学校行事等のため、給食時間の変更のある場合は、適切に対応すること。 

 

14 地産地消への体制確保 

    基本的に毎日納入される地元野菜生産グループからの食材の受け入れ及び調理に

対応できる体制をとること。 

 

15 業務処理責任者等の選任 



 

 

受託事業者は、学校給食業務であることを考慮し、専門の知識を有し、かつ集団調

理業務に精通した次の者を配置すること。 

  （１）業務責任者 （各１人） 

      委託業務全般を統括する常勤の業務責任者を１人配置すること。また、業務

責任者は、業務副責任者を複数年経験し、かつ管理栄養士、栄養士又は調理

師の資格を有すること。 

  （２）業務副責任者 （各１人以上） 

      業務責任者に事故があるとき、又は欠けたときその職務を代行する常勤の業

務副責任者を一人以上配置すること。業務副責任者は、管理栄養士、栄養士

又は調理師の資格を有すること。 

  （３）食品衛生責任者 （各１人） 

      鳥取県食品衛生法施行条例（平成１２年鳥取県条例第１７号）の別表第１に

規定された食品衛生責任者を１人配置すること。食品衛生責任者は、「学校給

食衛生管理基準（文部科学省）」における衛生管理責任者及び「大量調理施設

衛生マニュアル（厚生労働省）」における衛生管理者を兼ねることができる。 

食品衛生責任者は管理栄養士、栄養士又は調理師の資格を有し、常勤の者と

する。 

また、食品衛生責任者は、業務責任者又は、業務副責任者を兼ねることがで

きるものとする。 

  （４）調理業務従事者  

      調理業務に必要な人員を配置すること。 

  （５）ボイラー管理責任者（１名、会見給食センターのみ） 

          ボイラー運転及び点検業務の責任者として常勤のボイラー管理責任者を配置

すること。ボイラー管理責任者は、ボイラー取扱技能講習を終了した者あるい

は当該センターにおいて６カ月以上勤務した実績がある者で、調理業務従事者

と兼ねることができる。 

 

16 選任報告書 

   選任した業務責任者、業務副責任者、食品衛生責任者及びボイラー管理責任者（以

下「責任者」という）について、業務を開始しようとする２週間前までにそれぞれ

の下表の選任報告書を町に報告するものとする。また、責任者を変更する場合は、

変更２週間前までに町に報告すること。 

   

報告書 添付書類 提出期限 

業務責任者選任報告書 業務履歴書、資格を証する書類の写し 履行開始２週間前 

業務副責任者選任報告書 業務履歴書、資格を証する書類の写し 履行開始２週間前 

食品衛生責任者 業務履歴書、資格を証する書類の写し 履行開始２週間前 

ボイラー管理責任者 業務履歴書、資格を証する書類の写し 履行開始２週間前 

 



 

 

17 業務従事者等の教育・研修 

    調理、食品の取り扱い等が円滑に行われるよう定期的に研修を行い、業務従事者

の資質向上に努めるとともに、業務従事者を新たに採用した場合は、初任者研修

を必ず実施すること。 

 

18 業務区分 

本委託事業の南部町及び事業者の業務分担区分は、添付資料のとおりとする。 

(１) 町が行う業務の範囲 

   調理業務に関して町が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

① 献立作成等 

    町は、献立を作成し、献立及び食数並びに食器、食缶、食器かご等の種別及び使

用数等について、下表のとおり業務内容に応じてそれぞれの提示時期に事業者に提

示する。 

種類 提示時期 

学校給食実施予定数 年度当初及び当該月の前月末１０日前まで 

学校給食献立作成計画（年間） 年度当初 

学校給食献立予定表（月間） 前月末２５日頃（土・日曜日・祝日の場合は前日） 

各学期給食基本人員 開始５日前（土・日曜日・祝日を除く。） 

調理業務指示書 実施日の一週間前 

調理業務変更指示書 当日 

 

② 給食実施食数等の指示 

    町は、各月の１０日前（土・日曜日・祝日を除く。）までに、事業者にその月の予

定給食数を示す。予定給食数に変更がある場合は、提供日の２日前（土・日曜日・

祝日を除く。）までに事業者にその内容を示しそれ以降変更しない。ただし、学級閉

鎖、臨時休校等緊急やむを得ない場合は、当日においても給食実施食数の変更を指

示する場合もある。 

③ 食材の調達業務 

    食材及び調味料類の調達は町が行う。 

 

（２） 受託事業者が実施する調理業務等 

    受託事業者が実施する調理業務等については、文部科学省スポーツ・青少年局長

通知による「学校給食衛生管理基準」（平成２１年４月１日付２１文科ス第６０１

０号）及び町が作成した「南部町立学校給食センター衛生管理マニュアル」（別添）

により業務を実施するものとする。 

    調理済み食品は、調理後２時間以内に児童生徒の喫食ができるように調理業務を

行うこと。 

① 食材検収業務 

    食材の検収においては、受託事業者が検収責任者を定めて、町が発注した食材の



 

 

検収を行い、学校給食衛生管理基準に従い、数量、品質、品温等を確認し、食

品検査簿に記入し、町は確認する。検収後の物資については、衛生的な管理を

行い、適正な場所に格納すること。 

  ② 調理業務 

    （ア）受託事業者は、町が提示する「学校給食献立予定表」「調理業務指示書」等

に基づき、町が提供する食材を使用して調理する。アレルギー対応について

も、指示書に従い業務を行うこと。 

    （イ）提供する給食は、配缶前に受託事業者が確認し、さらに栄養士又は町の職

員が確認したのち、記録簿に記録すること。また、必要があるときは、町は

随時検査を行うことができる。 

     （ウ）受託事業者は、調理事故又は、調理過程で異物混入や不適当な食材を発見

した場合は、町の「学校給食における異物混入対応マニュアル」（別添）に

基づき、速やかに町に報告し、町の指示に従い処理すること。また速やかに

再発防止策を策定し、町に提出すること。 

    （エ）調理業務指示書等に記載のない事項の作業については、双方協議の上行うも

のとする。 

③ 原材料及び調理後の食品の保存食採取、保管業務 

       保存食の採取は「学校給食衛生管理基準」に基づき行う。 

④ 在庫確認業務 

      在庫の確認は使用日の前日までに行う。 

  ⑤ 配缶・配食業務 

        調理済み食品は、調理等業務指示書に基づき食缶に配缶・配食をすること。 

 

⑥ 学級ごとの仕分け業務 

配缶・配食が完了した食缶等は、数量を確認し、学級毎に仕分けし配送するこ

ととし、小物資も同様とする。 

  ⑦ 配送・回収業務 

     配缶・配食が完了した食缶等は指定した時間までに各学校に配送し、数量を確

認し引き渡すこと。また、給食終了後、各学校の配膳室から指定した時間に回

収すること。配送従事者は衛生管理基準を遵守すること。 

     パンの提供がある場合は、各学校へ配達すること。当日の献立が調理の必要な

パンの場合は、給食センターでパン調理後に各学校へ配達すること。 

  ⑧ 洗浄・消毒業務 

      各受配校から返却された食器類、食器かご、食缶、スプーン、汁杓子、しゃも

じ等を分別して洗浄し、各指定の消毒保管庫への格納作業及びコンテナの洗

浄・整理作業を行うこと。  

     （ア）食器の入ったかごは積み重ねないこと。 

     （イ）食器洗浄機出口からの食器については、汚れの取り残し、破損の有無を確

認すること。 



 

 

     （ウ）食器類の目的外使用は一切禁止する。 

        （エ）食器や各種調理設備機器・容器等の洗浄に使用する洗剤等は、人的・環境

面で安全な規定濃度で使用し、適切に保管すること。 

  ⑨ 残菜等の計量及び処理作業 

       学校から返却された残菜は、計量して記録するとともに、それぞれ分別し、

所定の場所に搬出するものとする。調理作業に伴うごみや残菜についても同

様とする。また、町が残菜調査等を実施する場合は協力すること。 

  ⑩ 施設・設備の清掃及び安全点検 

      調理業務に使用した施設、設備及び調理機器等は、その都度清掃又は洗浄す

ること。また、調理機器等は、使用前、使用後の点検を実施し、機械器具点

検報告書により報告すること。 

⑪ 施設・設備の維持管理・保守点検業務 

     （ア）施設・設備の維持管理は、次のとおりとする。 

      ・施設・設備の日常点検 

      ・ボイラー管理及び施錠警備（会見給食センターのみ） 

      ・受託事業者の責により破損した施設・設備の修繕 

      ・鼠族・害虫の防除及びグリストラップの清掃 

      ・公用車の維持管理（町が所有する車両の点検・修繕を除く。） 

(イ)定期保守点検を実施する設備は以下のとおりとする。 

        ・西伯給食センター 牛乳保冷庫、プレハブ冷蔵庫・冷凍庫、調理機器一式 

        ・会見給食センター：プレハブ冷蔵庫・冷凍庫、冷蔵庫・冷凍庫、ボイラー、

調理機器一式 

        また、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（略称：改

正フロン法）に基づく「簡易点検」を行うこと。 

 ⑫ 調理場の清掃業務 

     受託事業者は、業務終了後の調理室等の洗浄、清掃及び整理整頓を行うこと。 

     また、事務室、休憩室、ロッカー室等についても清掃し、清潔に保つこと。 

 ⑬ 衛生管理業務 

      「学校給食衛生管理基準」及び「南部町立学校給食センター衛生管理マニュア

ル」に基づき調理従事者の健康管理、食品管理及び施設設備等の管理を行う

こと。 

     （ア）健康診断は、年１回以上の定期健康診断を実施すること。 

     （イ）検便は、赤痢菌、サルモネラ菌及び腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等に

係る検査を月２回実施すること。なお、保菌者が出た場合はベロ毒素等

の有無などについて、追跡検査をすること。 

（ウ）ノロウイルスの対応については、町の「学校給食における食中毒(疑い)

発生時初動対応マニュアル」によること。 

 ⑭ ボイラー運転管理業務 

     ボイラー等設備の運転管理は、ボイラー管理責任者を定めて、日常点検及び



 

 

運転管理を実施すること。また、使用燃料の管理も行うこと。 

 ⑮ 長期休業中における作業 

     夏休み、冬休み、春休み期間中に下記の業務を行うこと 

（ア） 食器の手磨き洗い及び点検作業 

（イ） 検収室、下処理室、調理室、冷蔵・冷凍庫、食品庫、調味料庫、倉庫

等の清掃作業 

（ウ） 箸、スプーン、食缶、パン容器の手磨き洗い作業 

（エ） 厨房機器の分解・清掃・点検・整備作業 

（オ） 食缶等の学校名及びクラス変更等、ラベル書き直し作業 

（カ） 給食センター周辺の環境整備（除草、側溝清掃等） 

 

19 届出・報告等 

 （１） 届出等 

   受託事業者は、食品衛生法第５２条第１項の規定による営業許可等必要な許認可

を取得し、業務開始２週間前までに町に写しを提出すること。 

 

（２） 業務計画書 

   受託事業者は、下記のとおり調理作業行程表等を作成し、提出期限までに提出す

ること。 

① 調理作業工程表・・・作業日の前日 

② 調理作業動線図・・・作業日の前日 

③ 学校給食長期休業期間における清掃作業計画・・・作業日の１週間前 

 

(３) 業務報告書 

   各業務内容については、下記のとおり報告書を作成し、提出期限までに各センタ

ーに報告すること。 

報告書の種類 提出期限 提出部数 

調理従事者報告書 給食開始前 １部 

調理従事者変更報告書 変更時 １部 

定期健康診断結果報告書 検査結果が出た後直ちに １部 

従事者の細菌検査結果報告書 検査結果が出た後直ちに １部 

個人別健康観察記録報告書 毎日、業務前 １部 

研修実施報告書 実施後直ちに １部 

学校給食日常点検報告書 毎日、業務終了後 １部 

機械器具点検報告書 毎日、業務終了後 １部 

調理作業等完了報告書 毎日、業務終了後 １部 

調理作業工程報告書 毎日、業務終了後 １部 

調理作業動線報告書 毎日、業務終了後 １部 

保存食記録票 廃棄後 １部 



 

 

異物混入等報告書 発生後直ちに １部 

委託業務完了報告書（月毎） 当該月業務終了後直ちに １部 

冷凍冷蔵庫の庫内温度調査 毎日、業務終了後 １部 

刃物チェック表 毎日、業務終了後 １部 

 

(４) 点検・調査 

   委託者は、委託業務の遂行のため、必要があると認めるときは、受託事業者の受

託業務の実施状況及び必要な帳票等について点検または調査し、指示・監督する

ことができる。 

 

20 費用の負担区分 

 (１) 町が負担する費用 

  調理業務等に要する費用のうち、施設の維持管理に要する費用等については、町

が負担する。 

公用車の維持管理に要する費用のうち車検、自賠責保険、税、修繕等に要する費用

等については、町が負担する。 

(２) 受託事業者が負担する費用 

受託業務に係る人件費関係費用及び事業者が使用する事務用消耗品、通信費、調

理業務等に使用する消耗品、業務の委託に当たり町が事業者に無償貸与する設

備・備品等以外の備品等の購入費、施設設備の光熱水費(会見給食センターの水道

代は除く)、定期保守点検(電気保守、消防保守点検を除く)、定期清掃業務（排気、

空調機、天井等）、鼠族・害虫防除、グリストラップ清掃、業務従事者の衛生管理

等に関する研修費、調理用被服費、調理用被服等の清潔保持に要する費用、調理

従事者等の細菌検査及び健康診断料等については、事業者が負担するものとする。 

また、公用車については維持管理費用（車検、自賠責保険、税、修繕を除く。）及び、

受託者の責による修繕も事業者負担とする。 

なお、西伯給食センター配送車は、受託者が準備すること。 

 

21 委託料に関すること 

(１）業務の履行確認 

    受託事業者は、毎月分の業務完了報告書を当該月業務終了後速やかに町に提出

するものとする。  

    町は、業務完了報告書を受領したときは、業務が適切に履行されているかにつ

いて確認するものとする。 

（２）委託料の支払い 

    委託料は、契約を締結した月額について、業務完了した月の翌月分を毎月支払

うものとする。 

    受託事業者は、業務完了した月の委託料について、請求書により町に請求する

ものとし、町は当該支払請求書を受領した日から起算して３０日以内に支払う



 

 

ものとする。 

（３）調理数の変動に伴う委託料の変更 

    別記１に記載した調理食数及び調理実施回数と実際の調理食数及び調理実施

回数が著しく異なったときは、町及び受託事業者が協議の上、委託料を変更す

ることができるものとする。 

 

22 リスク管理について 

 (１)業務委託契約締結後の町と受託事業者の主なリスク分担方針は、次のとおりとする。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

町 事業者 

事業の中止・延期に

関するリスク 

町の指示によるもの ○  

事業者の事業放棄・破綻  ○ 

不可抗力リスク 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可リスク 事業の実施に必要な許認可取得の遅延等  ○ 

計画変動リスク 町の指示による変更 ○  

事業者の要求による変更  ○ 

運営費上昇リスク 計画変更以外の要因による運営費用の増大 
 ○ 

施設損傷リスク 事業者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

性能リスク 仕様書に適応していない場合  ○ 

調理事故・異物混入

等に関するリスク 

事業者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外 ○  

 

(２) リスクに対する対応及び損害賠償 

  ① 受託事業者は、調理等業務委託の実施に当たり、食中毒や事故等発生時の対応 

として生産物賠償責任保険に加入しなければならない。 

① ①に記載するリスク分担のうち、受託事業者が負うべきリスク又は次に掲げ 

る事項により、町に損害を与えたときは、受託事業者は、町に損害を賠償しな

ければならない。 

（ア）故意又は過失により食中毒の原因となる細菌、その他人体に有害な物質を

学校給食に混入したとき。 

（イ）故意又は過失により施設備品を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

 

23 委託業務実施に関する事項 

 (１) 業務の実施が困難となった場合の措置 

  ① 受託事業者の債務不履行の場合 

    受託事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行、又はその懸念が生じた場合、

町は受託事業者に対して修復勧告し、一定期間内に修復策の提出及びその実施を



 

 

求めることができる。受託事業者が当該期間内に修復をすることができなかった

ときは、町は契約の解除及びこれにより生じた損害賠償を請求することができる。 

② 町の債務不履行 

   （ア）町の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となったときは、受託事業

者は、契約を解除できるものとする。 

   （イ）アの場合において、受託事業者が契約を解除した場合、受託事業者は町に対

し、これにより生じた損害賠償を請求できるものとする。 

  ③ 当事者の責めに帰することができない事由により業務の継続が困難となった場合 

不可抗力、又は受託事業者の責めに帰することができない事由により継続が困難と

なったときは、町及び受託事業者双方により業務継続の可否について協議すること

とする。一定期間内に協議が調わないときは、相手方に対する事前の通知により、

町又は受託事業者は、契約を解除できる。 

  

(２) 町による本委託業務の実施状況の評価 

    町は、受託事業者が提供するサービスについて、定期又は随時に評価を行う。 

その結果、業務委託契約書及び仕様書で定められた内容を充足していないことが

判明した場合は、委託料の減額等を行うことができる。 

 

24 委託の制限 

（１）受注者は、業務の全部を第三者に委託してはならない。 

（２）受注者は、業務の一部を委託するときは、あらかじめ町の承認を得なければならな

い。ただし、契約の主要部分ではなく、委託することが合理的なものとして以下に

示す軽微なもの及びこれに準ずると認められる委託については、この限りでない。 

 

25 企画提案書作成に要する経費 

    企画提案書等作成に要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

26 定期協議 

受注者は、必要に応じて、町と進捗状況、事務処理等を確認する協議を行うこと。

なお、詳細は打合せによる。 

 

27 合意管轄裁判所 

この業務に係る訴えについては、南部町を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とす

る。ただし、特許権等に関する訴えについては、民事訴訟法（平成８年法律第１

０９号）第６条に定めるとおりとする。 

 

28 電気契約 

    西伯給食センターの電気は、南部だんだんエナジー株式会社と契約するものとす

る。 



 

 

 

29 その他 

    この業務仕様書に定めのない事項又はこの業務仕様書について疑義の生じた事項

については、町と受注者とが協議して定めるものとする。 



 

 

（別記１） 

施設概要 

   (1) 西伯給食センター 

   ①所在地 南部町法勝寺１９８番地 

   ②建築面積及び構造 ５６２㎡、鉄骨・平屋 

   ③設置年月日 平成１９年３月 

   ④設備・備品 

    ア 調理能力 ８００食／日 

    イ 調理法式 ドライシステム 

    ウ 厨房機器 電気・ガス併用 

   ⑤対象校(受配校)及び食数 （令和４年４月予定） 

    ア 給食数 

       西伯小学校    児童 ３０８名  職員 ３１名  

       法勝寺中学校   生徒 １６６名  職員 ２５名 

    イ 給食回数       

       西伯小学校   １９５回 

       法勝寺中学校  １９１回 

    ウ   実働日数    ２０５日（令和２年度実績） 

米飯週４.５回以上、パン週０．５回以下 

    エ 運搬車 トヨタバン２ＷＤ０.７５ｔ車 

       法勝寺中学校搬送に使用（４往復） 搬送距離 片道１.２㎞ 

    オ 職員体制（令和３年度） 

       所長（兼）、主幹（兼）、栄養教諭（兼）、栄養職員 

 

  （２） 会見給食センター 

    ①所在地 南部町宮前５７７番地１６ 

    ②建築面積及び構造 ４８０㎡、鉄骨・平屋 

    ③設置年月日 平成７年３月 

    ④設備・備品 

     ア 調理能力 ４００食／日 

     イ 調理法式 ドライシステム 

     ウ 厨房機器 電気・ガス併用 

    ⑤対象校(受配校)及び食数 （令和４年４月予定） 

     ア 給食数 

       会見小学校    児童 １６８名  職員 ２３名 

       会見第二小学校  児童   １６名  職員 １０名 

       南部中学校    生徒  ９７名  職員 １７名 

     イ 給食回数       

       会見小学校    ２０１回 



 

 

会見第二小学校  １９７回 

       南部中学校     １８６回 

    ウ   実働日数   ２０１日（令和２年度実績） 

米飯週４.５回以上、パン週０.５回以下 

    エ 運搬車 トヨタライトエース４ＷＤ車 

       南部中学校、会見第二小学校搬送に使用 搬送距離 片道９㎞ 

    オ 職員体制（令和３年度） 

      所長（兼）、主幹（兼）、栄養主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


